
         草 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録     
平成３０年２月定例会  
（２月１６日開催）                                               

草津市教育委員 会    



出 席 委 員  教 育 長                    川那邊  正 
委   員                    杉 江 由紀子 
委   員                    周 防 直 美 
委   員                    檀 原  泉          委   員                    中 西 長 雄  

議 事 参 与  政策監（学校政策担当）              佐々木  亨 
教育部長                     明 石 芳 夫          教育部理事（学校教育担当）            中 瀬 悟 嗣          教育部専門理事（歴史文化担当）          八 杉  淳 
教育部副部長（総括）               田 中 義 一          教育総務課長                   松 浦 正 樹          生涯学習課長                   相 井 義 博          スポーツ保健課長                 岸 本  久          学校給食センター所長               宇 野 秀 樹 
文化財保護課長                  藤 居  朗          図書館長                     北相模 政 和          学校教育課長                   髙 井 育 夫          子ども子育て推進課長               髙 岡 良 秀  

事 務 局    教育総務課参事                  川 原 圭 一 



 

1 

 

 

開会   午後 ３時３０分 

 

川那邊教育長   それではただいまから、草津市教育委員会２月定例会を開催いたします。 

 

        ――――日程第１―――― 

 

川那邊教育長   日程第１、「会期の決定について」でありますが、本日１日限りといたした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、２月定例会は、本日１日限りといたします。 

 

        ――――日程第２―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第２、「１月定例会会議録の承認について」でありますが、あら

かじめ事務局から配付され、熟読されていると思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、１月定例会会議録は、承認されたものと認めます。 

 

        ――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   それでは、次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         まずは、１月２８日に草津宿本陣で行われた文化財消防総合訓練についてで

す。 

         この訓練は、昭和２４年１月２６日に奈良県の法隆寺金堂が炎上した反省か

ら行われている文化財防火デーに合わせて、市内各地の寺社などで毎年行って

いるものです。今回も、草津市消防団、本一町内会、川端町町内会の皆さんに

は、早朝から御参加をいただきました。消防機関、町内会長、地域住民が連携

する中で、文化財に対する防火意識の高揚を図れたと思っています。 

         ２月１日、今回第４回目となる「学力向上マネジメント会議」を開催しまし

た。 
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         実践発表では、常盤小と高穂中が取組を発表しました。学力向上への組織づ

くり、学力向上策、そしてそれに基づく取組など、しっかりとした発表でした。

また、取組の結果として、児童生徒の学力向上につながっているとの報告もあ

りました。他の学校からもそれぞれ実践報告を持ち寄ったので、引き続き、オ

ール草津で切磋琢磨ができればと思っています。今後も、「どの子も見捨てな

い」を合い言葉にしながら、各学校で有効な実践を重ねていきたいと思います。 

         ３日、「ｅスクール ステップアップ・キャンプ ２０１７ 西日本大会」

が草津市立サンサンホールで開催されました。主催は日本視聴覚教育協会等で、

共催には文部科学省も入っています。テーマは「深い学びを実現するために」

で、ＩＣＴの活用による授業改善やそのための環境づくりが話題になりました。 

         全体会では、橋川市長の挨拶の後、私もパネルディスカッションに登壇し、

草津市の取組や授業改善、今後の方向などについて話をしました。また、実践

発表では市内から６小中学校が、ＩＣＴ教育、プログラミング教育、遠隔授業

など、全国に先駆けた取組を報告しました。発表者の堂々とした姿を見て頼も

しく思いました。ほかにも、先進のＩＣＴ機器等の展示もあり、今後の教育を

構想する上で参考になりました。当日は、県内外から３６８名の参加があり、

「草津の勢いはすごい」「各学校で着実な実践が重ねられている」などの声を

いただきました。 

         ６日、第２回草津市コミュニティ・スクール研修会を開催しました。 

         今年度は、市内全小学校で「コミュニティ・スクールくさつ」を進めており、

今回は、実施状況の報告が南笠東小と草津小からありました。南笠東小は学校

運営委員会が学力向上への支援を行っていること、また、草津小では、ナデシ

コの花壇を学校運営委員会の協力で完成したことなどが報告されました。草津

では、地域協働合校の実績があり、地域と学校との関係が良好です。これから

も「地域に開かれた学校づくり」に向け、地域住民が学校の運営に参画をする

仕組みとしてコミュニティ・スクールの推進・充実に努めていきたいと考えて

います。 

         ８日には、草津小を訪問し、全国から集まるＰｅｐｐｅｒ社会貢献プログラ

ム（スクールチャレンジ）プログラミング成果発表会に出場する「チームなで

しこ」の子どもを激励しました。 

         ソフトバンク社から貸与いただいているＰｅｐｐｅｒには、子どもたちが 

作ったプログラムを組み込むことができます。それによってＰｅｐｐｅｒが話

したり体を動かしたりする様子を見て驚きました。貸与いただいてわずか１年

もたたないのに、ここまで活用していること、また、子どもたちの論理的な思

考力やプレゼン力が育っていることに感心しました。なお、発表会の結果です

が、残念ながら入賞はかないませんでしたが、子どもたちや学校にとっては、
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全国大会出場という貴重な体験になったとのことでした。 

         １４日には、「第２回草津市いじめ問題対策連絡協議会」を開催しました。 

         ここでは、市内小中学校のいじめの認知件数や状況、取組報告に続き、「草

津市いじめ防止基本方針」の説明を行いました。その後、委員から意見をいた

だく中で、いじめへの対応のマニュアル化と共通理解、保護者への公表、また、

法教育の推進・充実を図ることなど、今後、早急に進めていきたいと考えてい

ます。 

         昨日、１５日には「第１４回全国小学校タグラグビー選手権大会」に２年連

続で出場される山田小学校のタグラグビーチーム「山田レッドタグスピリッ

ツ」の激励を、市長とともに行いました。今年も、県・近畿大会で優勝した

「山田魂」で、東京で開幕される大会での活躍を期待しています。 

         最後に、児童・生徒の体力についてですが、過日、スポーツ庁から今年度の

全国体力テストの結果が公表されました。本市では、小学校５年では男女とも

に県平均を上回りました。数年前には男女ともに県平均を大きく下回る状況が

続いていて、体力の向上は大きな課題となっていました。昨年度と今年度は着

実に伸び、いずれも県平均を超すようになりました。これには、学校と大学と

行政の連携があります。草津市独自の運動プログラムの考案や立命館大学スポ

ーツ健康科学部による検証など、小中学校体育連盟や体育主任が中心となって

研修や実践を重ねてきた結果だと思っています。さらなる体力向上の取組をお

願いします。また、中学校２年生では男女とも引き続き、県平均および全国平

均を大きく上回ったこともうれしく思っています。 

         以上、教育長報告といたします。 

         それでは、委員の皆様から２月にあった行事や教育全般に関する事項で特に

御意見、御感想などがございましたらお願いいたします。 

 

杉江委員     １月になるのですけれども、私は二つの学校の「夢・未来を抱くスペシャル

授業ｉｎ草津」に参加させていただきました。１月２６日は常盤小学校で夏井

いつきさんの句会ライブ、そして３１日には渋川小学校のイグノーベル賞を受

賞された立命館大学特任教授の東山先生の授業でございました。常盤小学校の

句会ライブは３年生から６年生の子どもたちと保護者や地域のかたがたが参加

されました。誰もが大人の俳句だなと思うものが子どもの作品だったり、日ご

ろ余り話さない子どもがずばっと俳句で思いを出していたりするという場面が

ありました。やはりスペシャルなゲスト、本物と出会う体験というのは、本当

に子どもたちにとって貴重な体験なんだなということを思ったと同時に、先生

がたにとっても子どもの成長や育ちを実感する時間になっていたり、また新た

な課題というものが見えてきたりする時間ともなるのだと思いました。是非こ
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の成果を次の授業や取組に生かしていただけるといいかなと思いました。 

         あとは、教育長が登壇されましたｅスクールのステップアップ・キャンプ西

日本大会への参加とか、１４日には彦根市教育委員会の視察に伴いまして、矢

倉小学校のＩＣＴ活用の授業についても参加させていただきました。お話にも

ありましたように、大変深い学びを追求していくという草津市の取組がますま

す深化拡大されているのだなということに感銘を受けてまいりました。 

     

檀原委員     私も１月２６日の夏井いつき先生の句会ライブに参加させていただきました。

内容は杉江先生と同じ感想でございます。 

         １月２７日の土曜日には南草津駅前のＵＤＣＢＫで矢橋の帰帆について地元

のかたが本当の「急がば回れ」がどういうふうな成り立ちでできたか、みたい

な話をされるのを伺う機会がございました。地元の人に関心の高いかたがおら

れてすてきだなというふうな経験ができました。 

         同じく１月２７日土曜日には、第１７回目のこども環境会議が市役所で行わ

れまして、非常にたくさんの子どもたちがブースの展示をしていただいており

ましたし、また大人のかたや企業のかたも来られていて、是非これからも続く

ことを期待したいと思ったところです。 

         ２月６日には、先ほど教育長からも話がありましたコミュニティ・スクール

の研修会にも参加させていただきました。来年度から始まるコミュニティ・ス

クールが中学校にも広がるということで、皆さんがたが熱心に話を聞いておら

れる姿でした。 

         ２月１２日の月曜日、祝日ですが、クレアホールで昨年から始まりましたブ

ラスフェスティバルがございまして、こちらにも各中学校からブラスバンド部

が参加しまして、大人とともにすばらしい演奏をされていたのですが、特に合

同演奏を昨年は一つのチームだけだったのですが、人数が多いために前半と後

半に分けて１年生だけのチームと、２年生だけのチームでされる演奏がござい

ました。本当にすてきですばらしかったので、こういう経験が夏に向けてのす

ばらしい音づくりにつながっていくものと期待しております。 

         それから、２月１４日の彦根市の視察にも参加させていただきました。 

 

周防委員     ２月６日のコミュニティ・スクール研修会に私も参加させていただきました。

南笠東小学校と草津小学校の事例を紹介していただいたんですけれども、二つ

ともその学校の強みとか特色とかを掘り下げて、テーマや理念とかがすごくは

っきりしていてわかりやすくて、まだまだ保護者の間でも認知度が低いですけ

れども、こういうふうにわかりやすい形で活動されているのはとてもいいじゃ

ないかと思いました。南笠東小学校では応援団長の以前教育委員をされていま
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した麻植さんは行動力とか人脈があるかたなので、そういうかたと学校が協力

していくというのが大きいことだろうなと思いました。 

         草津小学校の校章にも使われているナデシコの花の栽培というのもとてもわ

かりやすい目的で、環境ボランティアとか近くの湖南農業高校の生徒さんが実

習を兼ねて手伝うというそういうつながりが、大人が始めた取組かもしれませ

んが、そこに児童会も花壇の名前を募集したり、参加するという形がとてもい

い活動だなと思って、今後も楽しみだと思います。 

         ２月１１日の人権尊重と部落解放を目指す市民の集いに行かせていただきま

した。子どもたちの作品はもうどれも素直で、その言葉とかポスターの絵を見

て改めて気づいたり、大切なことを思い出したりすることができました。人権

作品はイオンモールやＵＤＣＢＫでも展示されるということで、多くの人の目

にとまればいいなと思います。 

         あと、臼井敏男さんの講演で、東京では部落が身近でないだけに、ちょっと

した刺激で差別が起こり、エスカレートした事件が起こることなども教えてい

ただきまして、今はインターネットでいいかげんな情報もあふれる世の中なの

で、今後もこういう同和問題などについて正しい理解をしていくための取組を

続けることが大事なのかなと思いました。 

       

中西委員     私は先日たまたま草津のアヤハディオワールドに行っていたのですが、そこ

で今ディオワールドは東館が新しくできまして、その２階にギャラリーが付設

されておりました。そのギャラリーで、草津市内の高校の美術部の生徒の合同

の作品展を見ることができました。広さはこの教育委員会室の倍ぐらいかと思

いますけれども、作品が四、五十点展示されていました。高校生の作品でした

ので、巧拙はいろいろあろうかと思いますが、私も見ていてこの子うまいなと

いうような、そういう作品がたくさん展示されておりました。今まで高校生が

ギャラリーを借りて展示するというようなことはなかなかなかったのですが、

そういう場ができたこともあって、玉川高校、草津東高校、草津高校の３校が

展示場で展示するということの喜びといいますか、自分の作品を見てもらえる、

自分の思っていることを絵に託して発表できることの面白さ、そういうのをじ

かに感じるようなことができました。中学生、小学生、あるいは高校生、そう

いった時期に自分の考えを発表できる場、自分の思いを伝えられる場が持てる

ということの幸せ、そしてその意義というのは大きいものがあろうかと思いま

す。小学生、中学生にとっても市役所の中での展示会、青少年美術展等もある

のですが、そんな場で自分の作品が発表されるだけではなしに、自分の学校の、

そして自分の今やっていることの発表ができるということの面白さというか、

そういうことの意義が深いなと思いますし、高校生を見ていますと絵を描く、
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あるいはほかのいろいろな芸術にしても、やっぱり発表する場を我々はつくっ

てあげる、保証してあげる、そういう態度も必要なのではないかなということ

を改めて感じさせられました。 

もう一つ、２月１４日に先ほどからも出ていましたけど、矢倉小学校での彦 

根の教育委員会の視察等にも参加させていただきまして、子どもたちがＩＣＴ

を使って授業をしているという様子をつぶさに見せてもらいました。例えば絵

を描く、あるいは音を出すというような今までなかなか難しかったことがコン

ピューター、タブレットの中ですぐにできてしまうと。それによってまた自分

の表現活動というか、そういうことも割に簡単に出来上がっていく。そういっ

たことに子どもたちは敏感に反応しているわけですから、そういう能力を今後

も使っていくことが大事なのではないかなと思いましたし、また、前回の志津

南小学校でも経験させてもらったのですが、プログラミングというような独自

な感性を引き出す。そういう道具というか、そういうものも今後さらに進めて

いく必要があるのだろうと思いました。 

         

川那邊教育長   それでは、教育長報告につきましては以上で終わります。 

 

        ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項に入りますが、本日の議題であります、議第１号 

平成３０年度草津市一般会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を

求めることについて、議第２号 平成３０年度草津市学校給食センター特別会

計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて、議第

３号 平成２９年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長に申し出るに

つき議決を求めることについて、議第４号 草津市附属機関設置条例の一部を

改正する条例案に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについ

て、および議第５号 草津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについてでございます

が、今月１９日には予算に関する記者発表が行われますので、本議案につきま

しては現時点では公開しないこととすべきであると思います。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項では、「教育委員

会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教

育長又は委員の発議により、出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、

これを公開しないことができる。」となっておりますので、この規定に基づき

お諮りしたいと思います。 

         本会議を公開しないこととすることについて、御異議ございませんか。 
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各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議なしと認めます。よって議第１号から議第５号までにつきましては公開

しないことといたします。これらの議案につきましては、報告事項の終了後に

審議を行うことといたします。 

         それでは、議第６号 草津市立草津宿街道交流館条例施行規則および草津市

史跡草津宿本陣条例施行規則の一部を改正する規則案を議題とします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

専門理事     議第６号でございますが、議案書の７１ページから７８ページでございます。 

（歴史文化担当）   この規則の制定につきまして、教育委員会の八杉が御説明申し上げます。 

         この規則につきましては、去る１１月議会におきまして、草津宿街道交流館

および史跡草津宿本陣におきます１年間何度でも利用できる年間共通券を新た

に設定する条例改正が可決されましたことに伴いまして、このほど規則を改正

するものでございます。 

         新旧対照表の７４ページを御覧ください。 

         下線部分が変更点でございますが、第６条第１項、または個人共通券別記様

式第２号の後に新たに設定いたします共通年間券別記様式第３号を加え、第２

項では別記様式について第３号、第４号を第５号に送ることといたします。 

         続きまして第３号に、年間共通券の利用について追記いたしまして、それ以

降の項の号数を１号ずつずらすものでございます。第５項では、共通年間券の

購入に対しまして、領収書を発行するという項目をつけ加えております。 

         さらに７５ページに参りまして、様式の第３号、第６条第１項関係のいわゆ

る共通年間券の券面の様式でございますが、このような形で新たに現在ありま

す個人券等に追加するというものでございます。 

         ７６ページですが、新たな先ほどの第３号の追加によりまして、旧様式の第

３号以下、１号ずつずれるというものでございまして、この規則につきまして

は平成３０年４月１日から施行するというものでございます。 

         続きまして、７７ページの草津市史跡草津宿本陣条例施行規則の一部改正で

ございますが、これは共通年間券ということでございますので、草津宿街道交

流館の規則改正と同様に文言を置きかえるものでございます。 

         以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきますので、よろしく御

審査賜りますようお願い申し上げます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。 
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         本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第６号 草津市立草津宿街道交流館条例施行規

則および草津市史跡草津宿本陣条例施行規則の一部を改正する規則案は、原案

どおり可決いたします。 

         次に、議第７号 草津市スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることに

ついてを議題とします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

スポーツ保健課長   議第７号 草津市スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることにつきま

して、スポーツ保健課の岸本より御説明いたします。 

         議案書は７９ページから８２ページでございます。 

         ８２ページにございますとおり、スポーツ基本法第３２条におきまして、市

町村教育委員会はスポーツの推進に係る体制の整備を図るために、社会的信望

がありスポーツに関する深い関心と理解を有し、スポーツの推進のための事業

の実施や連絡調整、住民に対するスポーツの実技の指導等を職務を行うのに必

要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする

という規定がございます。本市におきましては、草津市スポーツ推進委員に関

する規則を定めておりまして、同規則の第２条第２項にスポーツ推進委員が分

担する地域または事項を教育長が定めることとし、小学校区単位のまちづくり

を進める中で、各小学校区から４人ずつ御推薦いただき、５６人のかたを委嘱

させていただいております。このたび現在のスポーツ推進委員の任期が平成３

０年３月３１日をもちまして満了となりますことから、市内１４学区から４人

ずつ御推薦いただき、８０ページ、８１ページの５６名のかたがたをスポーツ

基本法第３２条第１項の規定により、委嘱することにつき議決をお願いするも

のでございます。なお、任期は平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日

の２年間でございます。 

         以上、御説明とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。 

 

杉江委員     一番最後のところのページの５２名と書いていますのは、これは先ほどの説

明の人数と違うのですか。 
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スポーツ保健課長   こちらは一昨年の４月から老上西小学校ができまして、地域のコミュニティ

も分けていただきました。そのことによりまして、現在５６人でございます。

こちらのほうの規則の写しが、前のものになっておりまして、現在５６人とい

うことでございます。申し訳ございません。訂正いたします。 

 

川那邊教育長   ほかございませんか。 

         本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、異議もないようですので、議第７号 草津市スポーツ推進委員の委嘱

につき議決を求めることについては、原案どおり可決いたします。 

 

        ――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第５、報告事項に入ります。 

         報告（１）草津市いじめ防止基本方針策定懇談会要綱を廃止する要綱の制定

について、事務局より報告願います。 

 

学校教育課長   草津市いじめ防止基本方針策定懇談会要綱を廃止する要綱の制定につきまし

て、学校教育課の髙井が説明申し上げます。 

         平成２６年度草津市いじめ防止基本方針を策定するに伴いまして、草津市い

じめ防止基本方針策定懇談会要綱を定め、懇談会を組織していじめ防止基本方

針を策定を行いました。このたび、いじめ防止基本方針の改定に際しましては、

いじめ問題調査委員会という専門機関を設けて、それによって検討を行ってま

いりました。つきましては、現在活用しておりません懇談会について解消する

という要綱を定めさせていただいております。 

         以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   次に、報告（２）草津市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しに係る別

冊計画書の策定について、事務局より報告願います。 
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子ども子育て推進課長   子ども家庭部子ども・子育て推進課の髙岡でございます。 

         報告事項の２件目の草津市子ども子育て支援事業計画の中間見直しに係る別

冊計画書の策定について御説明申し上げます。 

         資料につきましては、報告書の報告２の資料でございます。 

         今回の報告内容につきましては、昨年の９月２１日の定例会におきまして見

直し方針等の説明をさせていただき、１２月２０日に中間報告ということで説

明させていただきました内容に基づくものでございます。報告２の１ページの

ところでございますが、これまでの審議等の経過、内容につきましてですが、

諮問機関でございます草津市子ども・子育て会議で昨年の９月２８日、そして

１０月２７日、今年の１月１０日の３回にわたって御審議いただき、１月３１

日に答申書を御提出いただき、その内容に基づきまして今回の別冊計画書の策

定をしようとするものでございます。 

         ２番の別冊計画書（案）の概要につきましては、前回の中間報告と重なると

ころもございますが、①５年間の計画として定めた基本理念、目標、施策、方

向性等についての見直しは行わず、数値のみの見直しを行うこととしています。

②計画書内の見直さない部分との間で不整合が生じる恐れがありますので、今

回別冊の計画書を策定しまして、見直し内容を定めるということです。③につ

きましては、今、地域福祉計画の見直しがされておりまして、その中で地域共

生社会の実現というものが打ち出されております。この部分との整合につきま

しては、来年度から策定作業を開始いたします次期計画、平成３２年度からの

計画になりますが、そちらのほうで整合を図るということで、②、③の趣旨に

つきましては、別冊計画書の前書きに記載するということにしております。 

         裏面ですが、参考１、計画見直しの方針でございますが、前回も御説明させ

ていただいたのですが、国の基本方針や内閣府の作業の手引き、あるいは市の

事業計画の中に記載されている内容に基づきまして見直しをするもので、下の

ほうの参考２、計画変更の要否の基準のところにございますように、基本的に

は数値に１０％以上の乖離がある場合に見直すということになるのですけれど

も、その少し下の①平成２９年度以降も引き続き受け皿の整備を行わなければ、

待機児童等の発生が見込まれる場合や、下から２行目の女性就業率のさらなる

上昇に伴い、保育利用率の上昇が見込まれる場合などを踏まえて、今回の検証

作業と見直しということになっております。 

         次の資料が、草津市子ども・子育て支援事業計画の中間年度平成２９年度に

おける見直しの別冊計画書（案）でございまして、この内容につきましては１

２月２０日に中間報告させていただいたものと数値として変わりはございませ

んが、現状の計画の表やグラフの整合を図るというところでの策定という形に

なっております。 
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         １ページめくっていただきまして前書きのところで、子ども子育て支援事業

計画の見直しにあたってというところで、一つ目の段落のまとまりにつきまし

ては現在の当初計画における冒頭の市長挨拶の要約ということで、計画の基本

理念や重点事項、あるいは目指す子どもの姿「草津っ子」などの説明でござい

ます。 

         次の段落のまとまりにつきましては、先ほど御説明申し上げました見直し方

針のところを要約しております。 

         ３番目の段落につきましては、先ほどありました地域共生社会、地域福祉計

画についての記載ということになっております。 

         次の２ページからが策定内容でございますが、２ページにつきましては就学

前と小学生の人口について、上の段の変更前というところが現在の計画のとこ

ろで、２７年から３１年までの５年間の推計を、変更後は２７年、２８年、２

９年の３年間の実績の数字をもとにしまして、３０年、３１年の推計をしてい

ます。この人口に基づきまして、３ページ以降のニーズ量や確保方策について

算定しているところでございます。 

         ３ページの就学前の教育・保育の保育認定のところにつきましては、１０％

の乖離はございませんけれども、２９年度の実績値が３１年度の計画値をもう

既に上回っている状況ということで、現在新規施設の公募や既存施設の定員増

ということで、３１年度までに定員を確保していきたいということで数値を見

直しております。 

         ４ページでございますが、就学前の教育・保育の教育標準時間認定というこ

とで、こちらも１０％の乖離はないですが、３歳、４歳、５歳のところで４、

５歳については現在９９％以上のかたが教育施設、保育施設いずれかに行って

おられるということで、保育施設の数を増やしましたので、教育部分の数を減

らしております。なお、３歳児につきましては、こども園化等に伴います３歳

児教育の推進ということで、これについては数値を増やして位置づけておりま

す。 

         ５ページにつきましては、（１）と（２）は変更ございませんが、（３）で

モデル園の開園時期を１年延期したことで数値を置き直しているというころで

ございます。 

         それから６ページが、地域子育て支援拠点事業でございますが、こちらも１

０％の乖離がないんですが、草津駅、南草津駅の両駅前の施設整備における数

値の増加等を踏まえた見直しとなっております。 

         ７ページは、利用者支援事業ということで、こちらは１０％以上の乖離がご

ざいますので、数値の見直しをしております。 

         それから８ページの、児童育成クラブですが、こちらも１０％以上の乖離は
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ないんですが、待機児童の発生が見込まれるということで、新規施設の公募等

により定員を確保するということで数値の見直しをしております。 

         ９ページは、１０％以上の乖離がございますので、そちらの方での修正でご

ざいます。 

１０ページ、１１ページの一時預かり事業、病児保育事業につきまして１

０％以上の乖離がございますので、数値の見直しをしております。 

         それから１２ページ、１３ページにつきましても、１０％以上の数値の乖離

がございますので、必要な見直しを図っています。 

         １４ページにつきましては、こちらも１０％以上の乖離がありますので、数

値の見直しをしています。 

         １５ページにつきましては、１０％以上の乖離はございませんが、０歳児の

児童数が減少することによります数値の見直しということで、１６ページの事

業につきましても同様でございます。 

         １７ページは変更ございません。 

         １８ページ、１９ページについては、資料編ということになっております。 

         それから次のＡ３の横の資料で今後のスケジュールでございますが、庁の総

括副部長会議、部長会議での協議を踏まえて本日、教育委員会に御報告させて

いただきまして、３月の上旬から議会と調整し、文厚委員会協議会で御説明さ

せていただき、必要な手続を踏まえて３月下旬に策定、公表という形になって

おります。 

         その次の資料につきましては、１月３１日にいただきました答申書でござい

ますが、特に３番の付帯意見のところで、今回は数値の見直しだけということ

なんですが、現在の状況や今後の方向性の考え方を説明させていただく中で、

委員の皆様から現在の計画の推進や平成３２年度からの次期計画に向けて様々

な意見が出されまして、それを付帯意見としてまとめ、今後の事業推進に生か

してほしいということで、付帯意見としていただいております。 

         次の資料につきましては、前回の１２月２０日に報告させていただきました

中間報告の内容でございまして、最後のＡ３のペーパーにつきましては先ほど

の付帯意見の詳細な意見の部分ということになりますので、参考に御覧いただ

ければと思います。 

         説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

         よろしいですか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 
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川那邊教育長   次に、報告（３）インフルエンザの流行による幼・小・中学校（園）の臨時

休業の状況について、事務局より報告願います。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         インフルエンザの流行による幼・小・中学校（園）の臨時休業状況について

御報告申し上げます。 

         ２月にも報告申し上げましたが、資料の３ページについておりますものは、

２月９日現在のものでございまして、本日付のものをお配りしておりますので、

そちらを御覧いただきますようお願い申し上げます。 

         １月の御報告のときに、今年度は爆発的に流行しているというようなことを

報告申し上げましたが、最終的に１月に閉鎖された学級数が８５ということに

なりました。また、２月に入りましてから、今半ばでございますが、既に６５

の学級が閉鎖されている状況でございます。特に１月１１日に警報が発令され

たということで、１月にも御報告申し上げましたけれども、まだ警報は継続さ

れているような状況でございます。異様に流行しておりまして、国からも県か

らも通知がございまして、私どもといたしましても２月６日付で各学校には、

学校におけるインフルエンザ対策についてということで、通知いたしました。

特にこれまで手洗い、うがいの励行、せきが出る時のマスクの着用、十分な栄

養補給等を通知してきたわけですけれども、そちらに追加いたしまして、学校

環境、教室等の適度な湿度の保持ということで努めていただきたいということ、

また、人込み等繁華街への外出は、極力控えられるようにというようなことで、

注意事項として通知をさせていただいたところでございます。毎年例年ですと、

１月末から２月初めにかけて多いということでございますが、まだ流行してい

るような状況でありまして、Ａ型、Ｂ型で申しますと今現在では２月の状況だ

け見ておりますとＢ型がはやっているというような状況でございます。 

         以上、まことに簡単ではございますが御報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは次に、報告（４）寄付の受け入れについて、事務局より報告願いま

す。 

 

教育総務課長   報告事項の寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の松浦が御報告申し
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上げます。 

         報告書は最後のページとなります。こちらを御覧いただきたいと思います。 

         特定非営利活動法人草津の安全・福祉・災害救援活動を推進する市内業者会

様から、絵本を４５冊、市内の幼稚園、こども園、１０園に御寄付いただいて

おります。 

         また、草津市立常盤幼稚園ＰＴＡからホッピングを５台、常盤幼稚園に御寄

付いただいております。 

         また、小林初子様よりソファーと椅子をそれぞれ１台、矢倉小学校に御寄付

いただいております。 

         また、笠縫東学区教育振興会様から遠赤外線灯油ヒーターを１台、笠縫東小

学校に御寄付いただいておりますので報告させていただきます。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   続きまして、先ほど非公開とした議案の審議に移ります。 

         傍聴席の皆様におかれましては、大変申しわけございませんが退出いただき

ますようお願いいたします。 

         それでは、付議事項、議第１号 平成３０年度草津市一般会計予算に対する

意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについておよび、議第２号 平

成３０年度草津市学校給食センター特別会計予算に対する意見を市長に申し出

るにつき議決を求めることについては関連いたしますので、一括の議案といた

します。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育部副部長（総括）   議第１号 平成３０年度草津市一般会計予算に対する意見を市長に申し出る 

につき議決を求めることについておよび、議第２号 平成３０年度草津市学校

給食センター特別会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求める

ことについての２件についてでございます。 

         これは、来る２月２７日開会予定の２月定例市議会に提案されます、平成３

０年度草津市当初予算のうち、教育関係予算につきまして地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から当委員会に意見を求め

られておりますことから、本日お諮りするものでございます。 

         それでは、議案書４ページからの平成３０年度当初予算概要書を御覧いただ
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きたいと思います。 

         ５ページをお開きください。 

         平成３０年度の各会計別予算区分に関する総括表でございます。一番上の段

でございます。一般会計で５０７億円の当初予算規模となったところでござい

ます。これは、平成２９年度の当初予算額５５４億１千万円と比べまして８.

５％、金額にいたしまして４７億１千万円の減となったところでございます。 

         また、特別会計の上から三つ目、学校給食センター特別会計でございます。

こちらは、現在の学校給食センターが稼働いたしまして６年目となり、実績等

を踏まえましてほぼ前年並みの６億２,０５０万円の当初予算規模としており

ます。 

         次に、６ページでございます。 

         これは一般会計の款別総括表でございます。表の上の段が歳入、太線より下

が歳出となっております。歳出の款番号１０が教育費でございまして、平成３

０年度の当初予算額は５１億１,８７３万８千円で、平成２９年度の４２億５,

５５０万４千円に比べ、２０.３％の増。額にいたしますと一番右の列でござ

いますけれども、８億６,３２３万４千円の増となったところでございます。 

         それぞれ事業ごとの増減はございますが、大きな増額となりました要素とい

たしましては、児童・生徒が年々増加しており、校舎の増築が必要となる志津

小学校と高穂中学校の校舎増築工事に係る経費を計上したことなどが主な要因

といたしまして大きな増となったところでございます。 

         続きまして、１枚おめくりいただきまして８ページを御覧ください。 

         Ａ３の資料でございます。これは本市の教育振興基本計画の体系に基づきま

して、新年度予算の新規拡大事業を右側にまとめたものでございます。これら

の事業の詳細につきましては、順次９ページ以降の資料により各所属長から御

説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         ９ページでございます。 

         中学校運動部活動支援・指導員派遣事業費ということで、２１４万円計上さ

せていただいております。こちらの事業につきましては、概要にもございます

とおり中学校の運動部活動の専門的な指導者の不足、そして指導に対するニー

ズの多様化等によりまして、教員が非常に指導者としての不安を抱えたり、長

時間勤務というようなこともございまして、負担を軽減するために支援員、そ

して指導員を配置しようということでございます。こちらの表でございますが、

支援員につきましては今年度から開始いたしました草津市体育協会の人材バン

ク制度を活用いたしまして、登録された指導者を中学校に派遣するもので、ま
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た、新たに資格を持った指導者が、部活動の顧問も担えるというようなことで、

中学校運動部活動指導員派遣事業というものも創設するものでございます。今

現在市内で各中学校２名ずつということで派遣しておりまして、来年度につき

ましても同様の動きをさせていただいているところでございます。 

         以上でございます。 

 

学校政策推進課長   それでは、１０ページを御覧ください。 

         学校政策推進課の宇佐が御説明申し上げます。 

         家庭学習サポーターという新規事業です。平成２９年度の全国学力・学習状

況調査の結果から、本市の子どもたちの家庭学習習慣の定着に課題があること

がわかりました。そのため、市内の小学校に教員ＯＢ等による家庭学習サポー

ターを配置して、家庭学習用のプリントの添削指導であるとか、家庭学習に係

る課題の分析、助言等を行い、子どもたちの家庭学習を充実させ、子どもたち

の学ぶ意欲を高めるとともに教員の負担を軽減し、学校の働き方改革を推進し

ていきたいと思います。予算につきましては、家庭学習サポーター配置費とし

て２９４万円を計上しております。その中には、国庫補助を受けた県の補助金

として１９６万円が含まれております。 

         以上です。 

 

学校教育課長   続きまして、英語教育推進費について学校教育課の髙井が説明申し上げます。 

         平成３２年度から実施される新学習指導要領で、５年生、６年生が英語で正

式な教科となります。また、３年生、４年生は新たに外国語活動という形で実

施されることになっております。新学習指導要領のスムーズな実施に向けて次

年度から各学校で移行措置が始まります。本市の英語教育の充実、拡充を図っ

ていくために新しい英語教育の指導体制を確立していこうということで、全小

学校にＪＴＥを配置して３年生、４年生の外国語活動の実施に対応していきま

す。また、引き続きＡＬＴを１名小学校に配置し１４小学校を巡回するととも

に、オンライン授業についても小学校７校で実施する予定をしております。さ

らに、電子黒板やタブレットＰＣで活用できる配新型デジタル教材を新たに導

入して、草津の強みであるＩＣＴを活用した学習の充実を進めていく予定をし

ております。 
         併せて中学校では、ＡＬＴを配置するとともに、担当課は学校政策推進課と

なりますけれども、現在行っております英語検定ＧＴＥＣ（ジーテック）の読

む・聞く・書くの３技能に加えまして、話すという技能を新たに加えた４技能

検定を行って英語教育の充実を図るということを考えております。 
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学校政策推進課長   続いて、１２ページを御覧ください。 
          コミュニティ・スクールくさつ推進費でございます。 
         学校運営に地域の声を生かし、地域一体となって特色ある学校づくりを進め

るために、平成２８年度から市の独自制度の形で小学校にコミュニティ・スク

ールの仕組みを導入してまいりました。２９年度は市内の全１４小学校でコミ

ュニティ・スクールくさつを実施してきましたが、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の改正により、コミュニティ・スクール導入が教育委員会の努

力義務となったこともあり、法律に基づくコミュニティ・スクールへの移行が、

６中学校にも拡大し、市内の２０の小・中学校全部で実施いたしたいと考えて

おります。 

         予算についてですが、拡大という形で計上させていただいております。委員

の報酬として１２８万円、事務費２万円、計１３０万円でございます。 

         以上です。 

 

教育総務課長   教育総務課、松浦でございます。１３ページを御覧ください。 

         小・中学校校舎増築費でございます。 

         事業費につきましては６億３,７２９万４千円でございまして、高穂中学校

と志津小学校につきましては、学区内の旺盛な宅地開発によりまして年々児童

数、生徒数が増加しているところでございます。現在の保有教室数では教室数

の不足が生じますことから、適正な施設規模を確保いたしまして教育環境の向

上を図るために、平成３０年度に増築工事を行うものでございます。 

         具体的には、高穂中学校、志津小学校とも鉄筋コンクリート造の３階建ての

校舎棟でございまして、高穂中学校は普通教室を５教室、志津小学校は普通教

室を６教室の増築を予定しております。学校運営に支障がないよう、増築校舎

については両校とも３１年度の当初から使用開始を行う予定でございます。 

         続きまして、１４ページでございます。 

         小・中学校大規模改修費でございます。 

         事業費につきましては、こちら合計で３億５,２７９万円になってございま

す。市内の多くの小・中学校につきましては、第２次ベビーブームの子どもた

ちの受け入れのために昭和４０年代後半から５０年代にかけまして新築や改修

を行った学校施設が大変多くございます。これらの老朽化している学校施設に

つきましては、耐震性の確保など子どもたちの安全を守ることはもとより、老

朽施設の機能改善を図りつつ教育内容、教育方法等の変化などにも対応できる

ように、また、災害時には地域の緊急避難場所としての役割を発揮できるよう、

国庫支出金などを活用しながら校舎の大規模改造工事や、トイレ、グラウンド

の計画的な改修、また非構造部材改修を行っているところでございます。 
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         具体的な内容につきましては記載のとおりでございますけれども、大規模改

造工事については常盤小学校の体育館の工事、それに加えまして３１年度に実

施します志津南小と新堂中武道館の工事に係る実施設計を予定しております。

非構造部材の改修につきましては、老上小学校、笠縫東小学校、新堂中の工事

を実施いたします。３１年度に実施する予定の志津小、笠縫小、老中の調査、

点検と、その点検結果に基づきます実施設計も予定してございます。 

         トイレ改修につきましては草津中の後館と、３１年度に実施する草津中の前

館の実施設計を予定してございます。加えまして、３１年度に実施いたします

老上中学校のグラウンド改修工事に係る実施設計を予定しております。 

         以上でございます。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、１５ページを御覧ください。 

         草津健幸ウオーク２０１８開催費補助金でございます。事業費として３４５

万円を計上させていただいております。 

         こちらにつきましては、本市が健幸都市の宣言をいたしまして、住む人も訪

れる人も健幸になれるまちの具現化事業として実施しているものでございます。

平成２９年度から実施を始めましたが、今年度につきましては１０月２９日が

秋台風によりまして中止させていただきました。来年度も同様に、３０年度秋

に実施させていただく予定をいたしております。ウオーキングとして健脚コー

ス・一般コース・散策コースということで実施の予定でございます。 

         以上でございます。 

         続きまして、１６ページを御覧ください。 

         野村公園整備費として２９億７,０１４万８千円を計上いたしております。 

         こちらのほうは今年度から２箇年で建築を進めております。市民体育館の老

朽化によりまして建替えということで、中心市街地におけるにぎわいの拠点の

整備ということも併せて、目的としてスポーツ以外の各種イベントも実施可能

な体育館として建替えの事業を実施しているところでございます。平成３０年

度、次年度につきましては、引き続き建築を進めるとともに、平成３１年度の

供用開始に向けまして備品等の予算も計上させていただいているところでござ

います。 

         続きまして、１７ページを御覧ください。 

         （仮称）草津市立プール整備費でございます。事業費として８６７万５千円

を計上させていただいております。 

         こちらにつきましては、平成３６年度に開催される第７９回国民体育大会お

よび第２４回全国障害者スポーツ大会の水泳競技会場として整備を行おうとす

るものでございまして、ポスト国体も見据えた中で、スポーツ環境の充実、新
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たなにぎわいの創出、そして市民のスポーツ健康づくりの推進ということで、

今年度から基本計画の策定に取りかかっているところでございますが、平成３

０年度の予算といたしましては整備調査費、そして引き続き基本計画の検討懇

話会の運営費等を計上しているところでございます。 

          

文化財保護課長   続きまして、１８ページを御覧ください。 

         歴史文化基本構想策定費につきまして、文化財保護課の藤居より御説明申し

上げます。 

         先ほど条例改正のところでも説明させていただきましたが、指定・未指定を

含む本市の全ての文化財の保存活用に向けた取組を進めるため、国が提唱する

文化財保護に関するマスタープランである歴史文化基本構想を策定するという

ことでございます。また、これと合わせまして本市の歴史・文化の中核であり

ます国史跡の草津宿本陣と芦浦観音寺跡につきまして、適切に保存活用を図れ

るように史跡保存活用計画を策定するということでございます。総事業費とし

て９７３万６千円を計上しております。事業の目的としましては、少子高齢化

等社会変化に対応した国史跡を含めた文化財の適切な保存活用に向けてこの構

想を策定することにより、文化財の保存活用に向けたさまざまな取組を進める

ことができるようになるということでございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、１９ページ、文化振興プログラム推進費でございます。 

         生涯学習課の相井が御説明申し上げます。 

         これまで培われてきました本市の文化を市民共用財産として大切に引き継ぎ、

出会いと交流に満ちた草津市の文化を創造し発展させるため、本市では２９年

７月に草津市文化振興条例を施行し、年度末には草津市文化振興計画を策定す

る予定でございます。この条例と計画をよりどころといたしまして、文化施策

を積極的に展開する事業費として５６６万円計上するものでございます。平成

３０年度におきましては、条例や計画の理解を深めていただくためのフォーラ

ムの開催や、子どもや若者などに次世代文化芸術を身近に感じてもらうための

体験イベントとして、アートフェスタくさつを開催、本市の文化の魅力を広く

市民に知っていただくため、参加いただけるよう文化情報一覧にまとめた発信

パンフレットも作成等を予定しております。 

         以上、まことに簡単ではございますけれども、説明を終わらせていただきま

す。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等はございま

せんか。 
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檀原委員     今それぞれの項目について御説明いただいた１２ページのところで、コミュ

ニティ・スクールくさつ推進費についてのところですが、新年度より国が推進

するところのコミュニティ・スクールに草津市も移行するということで、従前

はコミュニティ・スクールくさつという平仮名のくさつということだったわけ

ですが、平成３０年度からはそれではない形になるということの先般からの方

針であると聞いておりますが、推進費のところに「くさつ」という平仮名が入

っているのは、これはもう別に余り気にしなくてもいいということではあると

いうことでございますでしょうか。 

 

学校政策推進課長   事業費のところ、コミュニティ・スクールくさつ推進費ですが、事業名は途

中で変えられないことになっているので。 

 

教育部副部長（総括）   事業費としては、これで問題ありません。 

 

檀原委員     事業費としてはこれでいいわけですね。名前というのはこの事業費について

いても別に問題ないということですよね。了解しました。 

  １５ページのところの健幸ウォークの件でございますが、実は私も昨年の台

風のときにエントリーをさせていただいて中止やったわけですけれども、昨年

のエントリーのときはネットを通じての業者さんを通じてエントリーをさせて

いただいて、費用の振り込みもそういう形だったわけなので、手数料云々とそ

れから参加費はまた別個にかかっているという形で、中止であったために、そ

の後に記念品のようなポーチを送っていただいたんですけれども、今年ももし

中止になった場合はこういう形になるのかと思うんですけれども、若干期待さ

れているかたの中にはこれでいいのかなという意見もあったのかなと思います

し、また御検討いただいてよい形にしていただいたらいいなと。これはあくま

で意見でございますので。 

 

杉江委員     １点質問ですが、９ページの部活の資格を持った指導者が部活動の顧問を担

うということですけれども、これはどこか市教委が任命とか委嘱とかされるこ

とになるのですか。支援員のほうと合わせて。 

 

スポーツ保健課長   まず支援員のほうですけれども、今年度から実施させていただいておりまし 

て、こちらは市から補助金となっておりますが、中学校保健体育連盟、いわゆ

る中学校の体育主任等の会がありまして、そちらの連盟に委託というような形

でさせていただいております。そちらのほうに委託させていただいて、市の体
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育協会の人材バンクを利用して、それぞれの協議の指導者をそれぞれの学校に

支援員として配置させていただいているということです。大きくは支援員は部

活動の顧問がいて、顧問を支援するというような形で今年も派遣させていただ

きました。実はそれに加えてなんですが、国・県からも補助を頂戴するんです

けども、部活動指導員ということで顧問としての役割を担えるかたをつくって

いこうというようなことで、制度を創設すると。今回予算につきましては、パ

イロット事業としてまずやってみて、よければ今後増やしていくというような

形での考え方をいたしておりまして、今回についてはそれぞれ６校２人ずつな

んですけれども、その１２人のうち２人分について派遣事業というような形で

予算を計上させていただいているところでございます。 

 

杉江委員     聞きたかったのは、例えば事故とかあったときに責任というか、そういうふ

うなのはどちら。委嘱・任命は教育委員会がされるのか。 

 

スポーツ保健課長   指導員の派遣については、教育委員会がします。支援員については、中学校

体育連盟が派遣するという形でございます。ですので、補償等については、指

導員については市が委嘱もしますので補償等を行っている。支援員については

スポーツの保険がありましてそちらを事業費に含んで必須でかけている状況で

ございます。 

 

檀原委員     今の保険に関連するんですけれども、部活動とはいえ子どもたちのいろいろ

なところを見ていただくかたでございますし、やはり先ほど杉江委員からも御

心配いただいたように若干の責任を持たざるを得ないところ、その辺をクリア

にしないといけないところはクリアにしていただく。また、研修等が必要であ

ればまたそれも検討していただくという形で、先生がたの負担を減らそうとい

う非常に大きな目標の中で大事な仕事だとは思うんですけれども、是非拙速に

ならないようなところも大事かなと思いますので、御注意のほどいただければ

と思います。 

１８ページの歴史文化基本構想策定費のところなのですが、策定費のところ

のお金そのものについての質問ではなくて、特に今ここ数年頑張ってプリムタ

ウンの周辺のところの発掘調査をしていただいているわけですけれども、そち

らで発掘された物も当然これも大きな財産として、後々は街になって失われて

しまうわけなんですけれども、財産としてまた今後活用が必要になることもご

ざいますので、是非活用することが後々も可能な形で資料をつくっていただく

ようなことも、これは構想策定のための会議とはまた別個にはなると思います

が、是非こちらにも関連した形で今年の活動の中でも留意していただければあ
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りがたいと感じているところでございます。 

         

川那邊教育長   ほかよろしいですか。 

         それでは、本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第１号 平成３０年度草津市一般会計予算に対

する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについておよび、議第２号 

平成３０年度草津市学校給食センター特別会計予算に対する意見を市長に申し

出るにつき議決を求めることについては、意見なしとして市長に回答すること

とします。 

         次に、議第３号 平成２９年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長

に申し出るにつき議決を求めることについてを議題とします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育総務課長   議第３号 平成２９年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長に申し

出るにつき議決を求めることにつきまして、教育総務課、松浦から御説明させ

ていただきます。 

         議案書は５１ページからでございます。 

         まず、今回の補正予算の内容でございますけれども、平成２９年度における

最後の補正予算ということで、基本的には今年度１年間の事業を実施いたしま

して予算を執行してきました中で、どれが工事の入札に伴う予算との差額であ

りますとか、事務的経費の不用額につきまして減額の整備をさせていただくと

いうのが主たる内容でございます。 

         議案書の５５ページをお願いしたいと思います。 

         横表になってございます。こちら補正予算概要書のそれぞれの項目でござい

まして、今申し上げました表の一番右の説明欄のところに、執行残と記載させ

ていただいております事務事業につきましては、今申し上げました予算の減額

でございますので説明を割愛させていただきまして、こちらに実際文書が入っ

ている項目につきまして具体的に御説明させていただきたいと思います。 

         表の２段目になります小学校建設事業費、校舎等整備費でございます。 

         こちら補正予算が２億８,１０７万８千円の増額補正をお願いするものでご

ざいまして、先ほど平成３０年度の草津市一般会計予算の予算概要の中でも御

説明を申し上げましたが、校舎の増築工事につきましては国からの補助金でご

ざいます学校施設整備費国庫負担金を財源の一部として工事を実施しておりま
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すけれども、先般来年度工事を実施いたします志津小学校の増築工事につきま

して、補助金の交付決定を受けましたことから、増額補正を行おうとするもの

でございます。 

         続きまして、５８ページをお願いいたします。 

         ５８ページの２段目でございます。教育研究活動推進費、教育研究推進費で

ございますけれども、こちら４０万円の減額を行うものでございまして、こち

らは道徳教育総合支援事業につきまして県の補助金の交付決定額に合わせて４

０万円の減額を行うというものでございます。 

         次に、５９ページをお願いいたします。 

         ５９ページの１行目でございます。草津市同和教育振興費でございます。こ

ちらのほう１７１万６千円の増額をお願いするものでございまして、こちらは

草津市就学奨励資金助成金の対象者が増加したことによりまして、増額補正を

お願いするものでございます。 

         続きまして、その下段でございます。 

         体験学習推進費、体験実践活動推進費でございます。こちらにつきましては、

森林環境学習、やまのこ事業でございますけれども、参加校が当初の３校から

８校ふえましたため、県の委託事業費の増に伴いまして事業費８８万６千円増

額補正を計上させていただくものでございます。 

         また、その下段でございます。 

         教育情報化推進費、学校ＩＣＴ推進費につきましては、次世代の教育情報化

推進事業につきまして、こちら国の委託事業になるんですけれども、昨年度ベ

ースで予算計上していたのですが、見込みより国の実際の委託費が減額されま

したことに伴いまして、８３万２千円の減額をお願いするものでございます。 

         以上、まことに簡単ではございますが御説明とさせていただきます。よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。 

         それでは、本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３号 平成２９年度草津市一般会計補正予算

に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについては、意見なし

として市長に回答することとします。 

次に、議第４号 草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に対する

意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについてを議題とします。 



 

24 

 

         事務局の説明を求めます。 

 

文化財保護課長   議第４号 草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に対する意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて、文化財保護課の藤居より御

説明申し上げます。 

         議案書の６２ページを御覧ください。 

         草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に対する意見を市長に申し

出るにつき議決を求めることについて、草津市附属機関設置条例の一部を改正

する条例案に対する意見を市長に申し出るにつき、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条の規定に基づき、本委員会の議決を求めます。 

         内容につきましては６３ページであります。 

         草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例、草津市附属機関設置条例の

一部を次のように改正する。別表第２、草津市文化振興審議会の項の次に、次

のように加える。草津市歴史文化基本構想策定委員会、草津市歴史文化基本構

想の策定に関し、必要な事項についての調査、審議に関する事務、委員８名以

内ということで、文化財保存活用のマスタープランが歴史文化基本構想の策定

のための委員会の設置ということでございます。 

         ６４ページに新旧対照表がございますが、草津市文化財振興審議会の次に草

津市歴史文化基本構想策定委員会を加えるということでございます。 

         以上、簡単な説明でございますが、御審議のほどよろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。 

         よろしいでしょうか。 

         では、本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第４号 草津市附属機関設置条例の一部を改正

する条例案に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについては、

意見なしとして市長に回答することとします。 

次に、議第５号 草津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に

対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについてを議題とします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育総務課長   教育総務課、松浦でございます。 

         議第５号 草津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に対する
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意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにつきまして、御説明させてい

ただきます。 

         議案書は６５ページからになります。 

         本市の組織の最小単位につきましては、平成１８年度に職員の平均年齢の上

昇に伴います管理職の増加と実働者数の減少、こちらが予測されましたことか

ら、実働職員を確保いたしまして業務の繁閑に合わせた柔軟な人員配置を可能

とするために、現在のグループ制を導入いたしました。しかしながら、年数の

経過に伴いまして、グループ長として配置された職員の職責と処遇の不一致が

生じることになりまして、この課題を解決するために組織の最小単位を係制に

移行しまして、職位と職責の一致を図るよう検討しておるところでございます。

当条例につきましては、係制の導入に合わせまして補職名を改正する必要がご

ざいますことから、このたび市議会の２月定例市議会に御提案させていただく

に当たりまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

基づいて、御意見を伺うものでございます。 

         ６８ページの新旧対照表をお願いいたします。 

         給与表に定めます職務の分類の中で標準的な職務を定めているところでござ

いますけれども、一般行政職につきましてはそれぞれ４級につきましては「専

門員」を「係長」、５級につきましては「副参事」「主任専門員」を「課長補

佐」に改めまして、教育職につきましては「園長」を「相当困難な業務を行う

課長補佐」という形に改めさせていただくものでございます。当該案件は２月

議会への提案議案ではございますけれども、人事に関する案件でございまして、

現時点で詳細についての御説明は御了承いただきたいと考えております。 

         甚だ簡単ではございますけれども、説明とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。 

         本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、異議もないようですので、議第５号 草津市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例案に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めるこ

とについては、意見なしとして市長に報告することとします。 

         以上をもちまして本日の議事は終了となりますが、ほかにございませんか。 

 

専門理事     机の上にカラーのチラシを置かせていただいております。３月４日でござい 
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（歴史文化担当）  ますが、草津の伝統技術でございます青花紙につきまして、和風文化を支える 

着物に焦点を当てたトークイベントを開催させていただきます。お時間ござい 

ましたら御参加いただきますようお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ほか、お願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課からも１点事業案内をさせていただきます。ピンクのチラシにな

ります。 

         来る３月１１日、日曜日午後１時から、草津アミカホールにおきまして、青

少年健全育成にかかわる指導者、保護者、市内子ども会など指導者を対象にし

た草津市青少年健全育成団体等指導者研修会・草津市子ども会育成者大会を開

催させていただきます。前半は子ども会育成者大会となります。指導者永年表

彰や６年生リーダーによります活動報告などがございます。また後半は、長年

青少年育成に公私とも取り組んで来られた上寺和親氏に、「関わりの中でこそ

親も子も育ち合う」をテーマに御講演をいただくことになっております。年度

末お忙しい時期ではございますが、お時間がございましたら御参加を賜ります

よう御案内させていただきます。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ほか、よろしいですか。 

         それではこれをもちまして、２月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は３月２６日、月曜日、午後３時から定例会を開催する予定ですのでよ

ろしくお願いいたします。 

閉会   午後 ４時５０分 

 


